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平成 27年度第２回伊賀市少子化対策推進委員会議事概要 

 

会議名 ：平成 27年度第２回伊賀市少子化対策推進委員会 

開催日時：平成 28年３月２日(水) 午後３時から 

開催場所：ハイトピア伊賀４階多目的室 

出席委員：八尾委員（遅れて出席）、松井委員、高瀬委員、福永委員、西口委員 

     谷本委員、中田委員、安岡委員、中森委員、谷委員、中島委員 

     須永委員 

傍聴  ：なし 

 

1． 開会 

 ただいまから、平成 27年度第２回伊賀市少子化対策推進委員会をはじめさせて

いただきます。 

 本日、司会を務めさせていただきます、健康福祉部こども家庭課の田中でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 会議に先立ちまして、本年２月 28日から委員をお願いする皆様に市長から辞令

をお渡しさせていただきたいと思います。今回委嘱させていただく委員は 13名で

す。  

  

２．委嘱状の交付 

 市長から委員へ辞令交付。改選の委員 13名。 

 

 今日の会議は、伊賀市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について、みな

さまに協議いただくことを議事としています。始めに市長からご挨拶させていた

だきます。 

 

３．あいさつ 

 

 市長挨拶 

 

４．委員長、副委員長の選任について 

 

 事務局から確認をさせていただきます。 

 本日の会議ですが、委員１８名のうち１１名の出席をいただいています。半数

を超えていますので会議は成立していますことをご報告申し上げます。 

 また、この委員会は伊賀市情報公開条例第 35条に基づき、会議の公開を行いま

すことと、審議会等会議の公開に関する要綱第６条に基づく議事概要、会議記録

作成のため録音をさせていただきますことをご了承ください。 

 つづきまして、委員長、副委員長の選任についてです。今回１３名の方が新し

い任期となり第１回目の委員会となりますので、本会条例第５条の規定に基づき、
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委員長、副委員長の選出をお願いしたい。みなさんいかがいたしましょうか。 

  

 （事務局一任） 

 

 事務局の案としまして、第４号委員の学識経験者である須永先生に委員長を、

また、副委員長には八尾委員にお願いできればと思っています。ご異議がなけれ

ば拍手をお願いしたいと思います。 

 （拍手多数） 

 ありがとうございます。それでは委員長は須永様、副会長は八尾様にお願いい

たします。ひとこと、ご挨拶をお願いいたします。 

 

委員長：三重大学の須永です。また、この会議でよろしくお願いします。２年ほ

ど前から、この委員会で協議が始まり事業計画ができ、昨年４月から、この計

画に基づいて進められています。１年経ったが、今後おそらく見直し作業があ

るかも知れないが、先ほどの市長のお話にもあったように、ご意見を聞かせて

いただきよい方向にもっていければいいなと思っています。よろしくお願いし

ます。 

 

 

ありがとうございます。それでは、議事に入る前に資料の確認をさせていただ

きます。 

 （資料確認） 

資料１ 伊賀市少子化対策推進委員会条例  

資料２ 伊賀市子ども・子育て支援事業計画【2015（平成 27）年度９月末現在】

事業進捗状況調書 

資料３ 伊賀市版「出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで」安心支援パッ

ケージ事業（対象ステージ）一覧 

資料４ 認定こども園 

資料５ 平成２８年度 保育所（園）の入所決定状況について 

資料６ 組織体制の見直しについて（案） 

 資料７ 平成２８年度社会福祉施設等（保育所・認定こども園）整備予定施設

に係る「伊賀市子ども・子育て支援事業計画」上の位置づけについて 

 

それでは、条例第６条の規定により、委員会の議事進行を須永委員長にお願い

します。よろしくお願いします。 

 

５．議 題 

 

（１）伊賀市子ども・子育て支援事業計画の事業進捗状況について 

 （事務局説明） 
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  基本目標１ 地域における子育て支援の充実 

  基本目標２ 安心して子どもを産み育てられる子育て支援の体制づくり 

 

 委員長：数値が具体的に示されたが、まだ９月時点なので、多少変動があると

いうことを念頭に質問等いただけたらと思います。いかがでしょうか。 

 

 委員長：３頁、保育サービスの充実で、保育士の質など問われている部分だが、

伊賀市では研修を行う、他所の見学をして知見を広げているといったような

ことですが、これからは研修の方法や見学、観察の方法といった中身の部分

を充実させていく必要があると思っています。研修をしたから良いというこ

とではなく、どういう研修の内容だったのかということ、また、できれば継

続的に学べる機会を設けると、職員も前に向かっていけるのではないかと思

っています。研修の回数で終わる場合があるが、研修でどのような積み重ね

があるのか、具体的にどういうふうに力になって生かされていくのか、しっ

かり考えながら進めていくと良いのではないかと思います。 

   講師に招かれ話す機会もあるが、その場で終わってしまう事も多くて、次

のステップにつなげられるように考えていかなければと思います。 

   次に、５頁、内容的には保護者が対象になり子どもたちを守っていくとい

うような姿勢が強く出ているが、子どもたち自身が困ったときに相談に行け

るようなシステムもあってよいと思います。例えば、小中学校ではスクール

カウンセラーが入っていたりしますが、そこまではいかなくても、少し話を

聞いて欲しいというところ、学校の拘束から外れた児童館等の活動の中で、

学校では言えないけれどもここでは指導員の方に話や相談を出来そうだとい

ったところ等、ボーダーにある子どもが判断をしづらい部分の対応が出来る

ところがあればいいと思います。子どもに聞くと、学校の先生やスクールカ

ウンセラーには相談しづらいと言います。ピアカウンセラーといって、同じ

立場の子どもたちが相談に乗ってくれるような制度もあります。いじめの問

題も学校の先生に聞くと「ない」というが実際にはあります。隔たりがある

ように思います。言えないことで深刻化してくることが気になっています。

そうならないためにも、適切な対応をしてあげて子どもを守ってあげるシス

テムを作っていかなければいけないと思います。福祉でいうと、本当に福祉

を必要としている人たちまで、手を差し伸べられなく不幸な結果となるケー

スも良く聞くので、事業計画の中で伊賀市は「すべての子ども」と言ってい

るので、数も必要だが、質的なところもきちんと検証していく必要がありま

す。 

   これから出てくるかも分からないが、何かあった時に助けを求める家があ

りますよね。あれも本当に機能するのかどうか。必死になって逃げていった

ら留守だった、変わっていたなんてことがあったら困ります。実質的なとこ

ろを、みなさんの情報を得ながら改善すべきところは改善していくのも、ひ

とつの考え方だと思っています。 
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   ６、７頁、子どもの人権の問題のところです。子どもの人権を守っている

のは当然、事業計画の中にもあると思うのですが、子ども自身が自分の権利

を知ると言うことも学校では行われていると思うが、もう少しアピールして

いけるような、小学生、中学生の年齢に応じて理解して、行使していけるよ

うな取り組みがあればお聞かせいただきたいし、非常に大事なことだと感じ

るので、取り組みがあればそれでよいが、いかがでしょうか。 

 

学校教育課長：いじめ問題の件を紹介させていただきます。言えない子どもた

ちが、いかに言えるようにするかは学校にとっては一番大事なところです。

そのために教師の立場ではない、いろいろな方に学校に入っていただいて、

少しでもその子に合う人が入れば、アンテナにかかってくる部分があります。

まだまだ不十分ではあるが、伊賀市では「いじめ問題相談員」という形で学

校が選び、主旨としては、スポーツを教えてくれる地域の方など住民の方が

多いのですが、なるべく教師以外の方に入っていただき、集会などで紹介し、

なにかあったらなんでも相談してほしいと伝え、少しでも変化に気付けるよ

う予防策をしっかりしていきたいです。安全ＳＯＳの旗についても、設置箇

所への点検等に行くなどしているが、子どもたちがいざと言うときに駆け込

めるかといった実動的な取り組みはまだまだこれから取り組まなければなら

ないところがあります。 

  また子どもの人権は、学校教育の中で自分を大事にする、だから友達も大

事に出来るということを前提にした人権教育を行っている。まず自尊感情を

高めて、一人ひとりを大事にする教育を基本理念として実施しているところ

です。 

 

委員：いじめ問題のことで、最近入手した資料だが、民生委員・児童委員につ

いては、特に児童の問題については元々情報は持っていません。行政から開

示されていないので分かりづらいところだが、教育委員会との話の中で分か

ったことがあるので紹介します。26年度教育委員会で把握している件数だが、

小学校で 11件、中学校で 11件。不登校が小学校で 18件、中学校で 72件と

いう数字が出ている。最近インターネット、スマホでのいじめが多いと言う

ことが出ていました。 

 

委員長：以前のいじめとは少し変わってきています。大人の目につかないいじ

めが非常に多くなっていると思います。それが暴力とか、害を加えることに

転じていくケースも少なからずあります。学校と地域で、地域の中で育って

いく子どもたちに対して、それぞれ関係ないということではなく大人の目で

見てあげて、早く発見して最悪の状態にならないようにということ。事業計

画の議論の中では、なかなか対象となりづらいところがあったが、27年度を

進めていく中で、数も必要だが内容的にも考えていく必要があるというとこ

ろでの話でした。委員から実際に情報をいただきました。いじめも虐待も無
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くすということは、われわれは忘れてはいけません。昔もよくあったとか言

う方もいるが、それは全くの間違いで、今は子どもの人権を守るということ

から言うと、あってはならないことです。 

 

事務局：最初に言われた保育士研修の件で、ご報告します。平成 27年度は試行

的ではあるが、公立保育所、保育園の所長、園長、主任保育士を対象に、そ

れぞれ研修をしました。いずれも 20人を対象にしました。公立の所長に対し

ては、10 月、12 月、2 月に各１回、計３回、同じ講師を招き実施しました。

主任保育士については、12月、2月に各１回。保育の中身もそうだが、今回

はリーダーになるには、リーダーとはという部分に対しても再認識していた

だくための内容も取り入れました。自責と他責というところから、日頃の業

務の内容を見直してみるということも研修の内容で出てきました。このよう

な機会を４月以降も全園に広げていきたいと思います。 

 

委員長：一昨年、文科省は学び続ける教師という言葉を使ったので驚いたが、

人間は、教師でなくても学び続けます。保育の質を高めていくという言葉が

どうか分かりませんが、毎日変わっていく子どもたちを保育していく中では

それが必要だと思います。経験のある先生だと、お母さんの話を少し聞くと

解決策が分かってしまい、それで終わりというケースが無くはないので、そ

こはこういう研修も含めて実のあるものにしながら子どもたちが健やかに育

っていけるように、保護者をしっかり支えられるような保育をしていくため

には学び続ける姿勢は大事だと思います。 

 

（事務局説明） 

  基本目標３ 地域における子育て支援の充実 

  基本目標４ 安心して子どもを産み育てられる子育て支援の体制づくり 

  資料３ 伊賀市版「出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで」安心支援パ

ッケージ事業 

 

 委員長：まずは、事業計画、基本目標３、４のところで何かご意見ありますか。 

 

 委員：25頁の 121番、放課後児童クラブにおける障がい児の受け入れ状況につ

いて、受け入れは重度の方のみの数ですか。健常児の方と一緒に入ると受け

入れ側としては、人数も大変だと思うので職員の人数の確保もしていただき

たいし、正規職員を中心に補助的なサポートをしていただける方がいると、

中心となっていただく方の責任のことも考えるととても大変だと聞きます。

そういう面では職員もみんなで話し合いの出来る、ゆったりした気持ちで子

どもを受け入れていただけるとありがたいと思います。 

 

 次長：放課後児童クラブでは 17箇所のうち 11箇所で、障がいがある子ども達
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を受けさせていただいています。その中には、一つの放課後児童クラブで 2

名 3名をうけさせていただいている児童クラブもあります。全体で 20名弱ぐ

らいです。希望を聞かせていただいたら、ほとんどの方について利用してい

ただいている状況です。支援員さん、指導員さんには、大変と言うことで年

間 120万を加算し、子どもさんの受け入れについて人員を手厚くしていただ

くようお願いしています。委員がおっしゃるように、いろんな子どもさんが

おられるので、ご苦労していただいている話も聞いています。お金を増やし

て、たくさん増員してとはなかなか言えないが、現場の話も聞かせていただ

きながら、より良くさせていただきたいと思います。 

 

 委員：最近特に児童の貧困ということに関心を持っています。関心を持ってい

ると情報が入ってきます。昨日の新聞でも、沖縄の子どもの貧困率は 29.9％

とありました。沖縄の問題は以前から都道府県のなかでも高いと思っていま

した。また、ひとり親だと米も買えなかったのが、43％と書いてあります。 

   全県下で調査するのは沖縄が初めてで、他の自治体も把握を求められてい

るので、どんどん進んでいくと思われます。 

その関連で、26、27 頁の 126～128 番。ひとり親家庭へのいろんな支援が

あります。また就業のこと、母子・父子家庭の方が仕事に就きやすいような

環境を作っていこうということだが、また 27頁もひとり親家庭へのいろんな

施策を考えられているが、多くの課に分かれています。一覧をつくるなど、

分かりやすくしないといけません。先月末（29日）にも、同和施策審議会が

あったが、非常にショッキングなアンケート結果でした。お母さん方からの

要望も書かれていました。これからもどんどん出てくるだろうと思います。

実施している施策が、該当者に良く分かるようにしていただきたいと思いま

す。 

 

 次長：私も同和施策審議会にでていました。今日は資料を用意出来なかったが、

昨年 12月に市内で児童扶養手当を受給されている方、所得超過で支給停止に

なっている方も含めて 748世帯の方にアンケート調査を実施しました。家族

構成や年収、生活での困りごとなど、自由記述も含めてお伺いしました。津

にあるヒューリアみえに分析を協力いただき、今、最終的な報告を作成いた

だいているところです。先ほどから委員がおっしゃっていただいたように、

収入としては低い、また雇用形態も、正規の方もおられるが非正規やパート

の方が多いです。ひとり親家庭に対する経済的な助成、支援も考えてはいま

す。また、どういった制度があるのか広報していても、知らなかったという

結果も出ているので、一覧にするなど検討したいです。 

 

 委員長：ほか、仕事と生活の調和のところでもいかがですか。企業に対する対

応はずっと言われ続けています。実際には、それぞれの職場の状況などが違

うので一律に解決など変わらない部分もあるかと思います。もう少し社会全
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体が子育てについて考えていくと解決していくのだろうと思うが、労働時間

を短縮するなどの意識の啓発などが言われているが、先が見通しづらいです。

育児休業制度についても大きい会社ですと取りやすいけど、小さい会社だと

休みづらいとかが実際の問題としてあります。ここに挙げてある事業内容で

すと、進めていくように掲げていくようにしていかないといけません。働き

やすい、仕事と両立できるような状況にしていけるように、行政だけでなく

社会全体が意識を持たないと先へ進まないと思います。 

   資料３については、ご意見いかがか。 

 

 委員：子育て相談広場事業、これは新しくされるのですか。28日の成田先生の

講演会で市長が「にんにんパーク」を始め、そこで相談も出来るようにする

とおっしゃっていただいたが、同じものですか。 

 

 次長：同じです。ゆめが丘の川沿いにある上野南公園に管理棟があり、月２回

程度、日曜日に保育士などを配置して、子育てについての相談を聞かせてい

ただこうと考えています。また市長は、自然の中で親子が触れ合える場所、

また、保護者同士、子ども同士の交流ができるところも必要ではないかと言

っており、上野南公園には芝生の広場もあり、管理棟で相談も受けながら、

忍者衣装も貸し出し、また先ほど話もした「からだそだて事業」で作成した

簡単な運動プログラムも実施できるような紹介もさせていただけたらと思っ

ています。 

 

 委員：この事業が軌道に乗ったら、次にぜひ考えていただきたいのは、小中学

校の統廃合で空いた教室や運動場の活用の話が出てきているので、お住まい

の方の意見を聞いていただかなければいけないですが、にんにんパークの支

店、サテライトを考えてほしいです。近いところにあったほうが使いやすい

と思います。遠方から出てくるのは使い勝手が悪いです。 

 

 委員長：他いかがか。 

 

 委員：資料３、ステージ名、就学前というと５歳児のみですか。幼児とは書か

ないのですか。就学前というと、５歳だと思ってしまいます。 

 

 委員長：最近の傾向でいうと、出産から一括してサポートしていくことが注目

されていて、事業としてというより個人に対して、お子さんが生まれたら地

域で子どもさんが大きくなられるまで見ていくような事を言われるような時

代になってきているので、担当課がそれぞれ違うこともあるし、事業そのも

のの内容を周知してもらうことも含めて利用しやすい事業になるようにして

いただけるとよい。広報してもすべての人に行き渡ることは難しいです。広

報は見ない人もいます。いろいろな手段を講じてどの方にも事業が利用でき
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るように配慮する必要があります。 

 （事務局説明） 

  資料２ 計画の目標値 

  資料４ 認定こども園 

  資料７ 平成２８年度社会福祉施設等（保育所・認定こども園）整備予定施

設に係る「伊賀市子ども・子育て支援事業計画」上の位置づけにつ

いて 

  資料５ 平成２８年度 保育所（園）の入所決定状況について 

 

委員長：なにかご意見、ご質問はないですか。認定こども園は新しい法律の下

で平成 18年からスタートしています。実際は、保育所と幼稚園を一つにして

いくということです。幼保一体化と平行して使われることが多いが、認定こ

ども園は基本的に午前中の４時間は一緒に生活を送ります。いいところも、

そうではないところもあるのかも分からないが、全体的に言うと一つの選択

肢となっています。今までは、幼稚園か保育園かということだったが、あわ

せて利用できます。分かりやすくいうと、仕事を持っていた親が保育園に子

どもを預けていたが、仕事を辞めたら、保育園も辞めることになり、幼稚園

に変わることになります。その逆もあるが、そうすると子どもの環境が急に

変わることになりますが、そのことが、子どもにとって望ましいのかどうか

も含めて、ひとつの施設にあれば場所は同じということからいうと、選択肢

の一つということです。また、積極的に子育て支援も行うことができます。

幼稚園も保育園も子育て支援はしているが、もう少し積極的に地域に貢献し

ていくような施設になるのではないかと思います。保育園は所管が厚生労働

省、幼稚園は文部科学省と分かれていますが、認定こども園は内閣府が所管

するということで、今までと違います。保育所行政の立場でいうと、保育士

と幼稚園教諭の免許を両方持っている、保育教諭の資格でこれからは認定こ

ども園に関わります。どちらかの資格だけで従事している人もいるが、でき

れば両方の免許を取って欲しいと言うことで、昨年あたりから臨時措置法が

取られて、片方しか資格を持っていない方には、もう片方が取りやすいよう

なことをしています。時限立法で３年か５年かの間で取得してくださいとな

っています。余談だが、三重大学でも４月入学者から保育士免許が取れるよ

うになりました。 

 

委員：資料５で、「平成 28年度保育所（園）入所状況」で、合計数が 2,691人

と書かれています。先にいただいた資料２、３７番で、こんにちは赤ちゃん

訪問事業、乳児家庭全戸訪問事業の中の 6ヶ月までの乳児についてはすべて

訪問していくということで、訪問できない家庭の 8割が外国人の家庭とあり

ます。それとの関連だが、この 2,691人と言う数字は、すべての対象者がこ

の 2,691人なのですか。漏れている人はいないですか。 
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事務局：申請をいただいた方のうち、入所決定をさせていただいた人数です。 

 

委員：心配しているのは、ここから漏れている方です。幼稚園や保育所、保育

園に全部のっているかどうか。この支援事業は、その方を中心に事業をして

います。そこから全く日の目を見ない人に、行政として目を向けて欲しいで

す。どういう形なのかは、私は分からないが、先ほども言ったように、貧困

家庭が非常に増えています。そうした事情によって、保育所、保育園、幼稚

園にもやれないことがあったら大変困ります。基本的なところは行政で、行

政でできないのであれば何かの形を考えていただきたいです。民生委員・児

童委員もそうした方向で組織として目を向けていこうという形を取ろうとし

ています。 

 

 事務局：資料５に挙げているのは保育所の入所児童です。伊賀市のすべての児

童というと、これ以外に、幼稚園、市外の幼稚園、保育所、また障がいがあ

り施設に通所されている方もいます、外国人の方で市外の外国人の学校に行

かれている方もいます。在宅の方もいると思います。伊賀市として、その子

たちを把握しているかどうかという点については、健診事業でほぼつかんで

いると思っています。そこで把握できない子どもについては、住民票がある

ことが前提だが調査をさせていただき、所在は確認させていただいていると

聞いています。 

 

 委員：健診とは、１歳半とか３歳とか、そういう時期ですね。 

 

 事務局：そうです。そこから漏れた子についても調査はさせていただいていま

す。 

 

 委員：健診そのものも 100パーセントではないです。だから、その辺りを把握

や補足するような体制も必要ではないかと思います。 

 

 委員長：難しい問題です。もう一つは、途中で転出された方だと、その後が分

からないということもあり、他の市町と連携をとりながらリスクの高い家庭

とかのお子さんに対してのフォローも大切です。伊賀市に居るときは良いが、

転出したらそうじゃなくなるのはいけないです。 

   なお、資料７「平成 28年度社会福祉施設等（保育所・認定こども園）整備

予定施設に係る「伊賀市子ども・子育て支援事業計画」上の位置づけについ

ては意見がなく承認されました。 

 

（２）その他 

  

（事務局説明） 
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 資料６ 組織体制の見直し 

 

 委員長：全体的な傾向で言うと、いままで分かれていたところが集約されてき

た印象です。子どものことですので、医療も保育、教育もあるし、いろいろ

子どもに関わることがあります。いくつかの課に分かれている現状を出来る

だけ整理して一人の子どもさんの成育を見ていくということに、行政が今、

関わりを持ってきているということだと思います。伊賀市だけに関わらず、

他でもどんどん進んでいます。できれば、子どもさん関係は１箇所で対応し

てもらえるような課になっていってもらえればよいわけで、その一つの試み

なのだと思います。併せて、何かありますか。 他でもよいがよろしいです

か。 

 

委員：委員長が始めに言っていただいたように、先生たちにも学べる場所、研

修できる場所をということでした。認定こども園という話が進んでいくので

あれば、幼児教育を主にした保育内容も教育内容も大切ですので、学べる力

を保育士さんや幼稚園の先生に求めていただきたいと思います。保護者は先

生に頼る部分があると思うので、安定した保育が出来るようにしていただき

たいと思います。認定こども園には良いことがたくさんあると思うので、難

しいかと思うが、子ども中心に考えたらそれがベターだと思うので進めてい

ただくようにお願いします。 

 

委員長：お子さんをお持ちの委員の方、どうですか。 

 

委員：うちは幼稚園に子どもを預けています。先生はよく話を聞いてくださり、

悩みも聞いてもらえる、先生方の働きやすい環境を整えていただけるように

してほしいです。 

 

 委員長：発言されていない委員の方、ぜひご発言ください。 

 

 委員：放課後児童クラブを運営しています。前回、アンケート調査を実施した

頃に比べ、利用ニーズが変わってきているように思われますので、再度アン

ケート調査を実施する必要があるのではと思います。 

 

 事務局：それぞれの事業者で出来る部分もあるので、後ほど相談させていただ

きたいと思います。 

 

 委員：放課後児童クラブの職員の件で、今年から、放課後児童クラブ支援職員

養成があり、うちの児童クラブでも３人が受講しました。児童クラブ職員の

資質向上も目指して頑張っています。 
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 委員長：これからも、委員会は続くが、委員の皆様には事前に資料を読んでい

ただき、委員会での発言をお願いします。特定の方の発言では、意見が偏る

ので、二時間ぐらいの間には感想でも何でも良いので、発言をいただけると

ありがたいと思っています。次回はいつ頃ですか。 

 

 事務局：次回は７月頃の開催を予定をしています。日程が決まりましたらご連

絡させていただきます。ありがとうございました。 


